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コロナ禍のライブ事情 ―ディーン・フジオカの場合― 

 

NHKの朝ドラ「あさが来た」でブレイクし、2021年の大河ドラマ「晴天を衝け」でも五代友厚役

を再演したディーン・フジオカ。意外と知られていませんが、彼は作詞作曲も手がけ、歌も歌って

います。私の推し！で、海外ライブも追いかけるほど。 

けれど、2020年、新型コロナウィルス感染症が広がり、その年に予定されていたファンイベント

やライブツアーはオンライン配信になってしまいました。2021年にかけても状況はなかなか落ち着

きませんでしたが、感染拡大防止策と経済活動の両立ということで、会場観客数の上限50%、最大

5000人までという規制の中でライブが開催できるようになり、全国ツアー開催のお知らせが届きま

した。 

9月のツアースタート時は緊急事態宣言発出中の地域も多く、対象地域では「希望者にはキャン

セル手数料無しで払い戻し」が行われました。宣言解除後は、無料払い戻しはなくなりましたが、

感染防止策として、入場時にスタッフによる一人ひとりの検温と消毒はもちろん、来場者情報シー

ト、フルネームが確認できる身分証明書(運転免許証、クレジットカードなど)とチケットの照合が

実施されました。紙チケットは、自分で半券を切り離して指定のBOXへ入れる形でした。コロナ前

は、チケット切り離し無効が当然だったので「これ、自分で切り取っていいの？」という感じでし

た。 

来場者情報シートは、開催日、座席番号の他に、名前、メールアドレス、電話番号の記入が必要

で、感染対策として必要だと理解しつつも「このデータ、慎重に扱ってもらえるのか」と心の中で

叫びながら記入しました。 

座席は、密を避けるため１席空きにする会場と、一緒に申し込んだメンバー(4名まで)は隣り合

うけど、他グループとの間は１席空きにする会場がありました。実は、これが快適！！荷物が置け

るし、舞台は見やすいし、隣の人を気にせずペンライトを振れるし、踊れるし(笑)。コロナが収束

しても続けてほしいぐらいです。 

もちろんマスク着用。声出しNG 。コール＆レスポンスもなく、一緒に歌うこともできません。

ひたすら、ペンライトを振り、拍手するのみです。 

そして、規制退場。会場アナウンスに従って順番に退席する形です。これも混雑が無くスムーズ

に会場を出ることができるので、コロナ後も続けてほしい形です。(大きな会場のイベントでは規

制入場も行われていたようで、席によって入場できる時刻が決まっていたようです) 

そんな中、ディーンさんは、声を出せないお客さんにどう楽しんでもらうか考えた末、ミュージ

カルのような形にすることに決め、脚本を考えたとラジオなどで話していました。セリフはなく

(ＭＣ(歌の間のトーク)もほとんどなく)、自分の楽曲と演技で、ストーリーが構成されていて、静

かに観劇している気分にさせる部分と、音楽に合わせノリノリに楽しめる部分が調和して新しいラ

イブの形になっていました。 

ツアータイトルは「Musical Transmute」。

Transmute(トランスミュート＝変異)をポジティブな変化

と解釈し、新しい物語を創り続けていくという意味を込め

たそうです。 

先が見通せないことは色々ありますが、ネガティブな部分

だけにとらわれず、できることを進めていこうと思えるエ

ネルギーをもらった半年でした。        (Y.K)                         
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講師派遣  「児童虐待」大阪キワニスクラブ例会報告 

2021年11月16日  

リーガロイヤルホテル ダイヤモンドルーム	
	
	
昨年に引き続き、大阪キワニスクラブ例会にお

声掛けいただきました。コロナ禍で何度も延長し

たのですが、キワニスカー贈呈式も同時に行われ

ました。	
キワニスクラブは子どもたちのために何かを

したい人が自分の出来ることを探して活動し、新

たな企画を立案して実行している有志の奉仕団

体です。特に大阪キワニスクラブは独自の活動と

して、児童虐待の防止・撲滅を目指す援助として

「キワニスカー」の寄贈を行っておられます。	
	
今回は「児童虐待～子どもを取りまく環境とコ

ロナ禍での状況～」と題して講演しました。クイ

ズ方式で、統計を使って、日本での出生数・婚姻

数の変化、自殺者数の推移、コロナ禍でのDV（ド

メスティックバイオレンス）相談数・児童虐待通

告数の変化を見ていただきました。経営者の多い

参加者のなかで、持っておられた感覚と一番ずれ

ていたのは、自殺者数の推移でした。どんどん自

殺者数は増加の傾向という感覚を持っておられ

ましたが、実際には2003年をピークに減少傾向にあります。ただし、コロナ禍で自殺者数は再び増

加しました。それは女性の自殺者数が増加したからです。またここ数年は10代の自殺者数が増加傾

向にあるのが、気になるところです。	
児童虐待については、最新の統計を紹介し、最近報道されている事件を例に話しました。特に「教

育虐待」について関心を持たれたようです。	
	
私たちの身の周りには、ちょっとした行いが人をほっとさせることがあります。コロナ禍では特

に人と人の何げない関わりが日々の私たちの暮らしを支えてくれていることを実感しました。「マ

ンションで子ども連れを見かけたら、声をかけよう」これは、今私が心がけていることです。	
たくさんの参加者に現在の日本の状況、子どもを取りまく状況を知っていただき、皆様の今後の

活動の参考になればと思っています。	
（マーガレット）	
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講師派遣  「DVについて」 

2021年11月9日 

大阪法務局 

 

久しぶりに対面研修が可能になって法務局に行ってきました。DVについては、人権擁護委員さん

の理解も回を重ねるごとに深まってこられたような気がします。常々思うことですが、愛情と独占

欲は異なると思います。様々な愛の形があるというけれど、「自分のもの」という感情は自己満足

であって対象の人間を尊重しているようには感じられません。好きな人にはわかって欲しいという

気持ちも自然だと思いますが、相手に感じ方を強要したりすることは相手の自由を保障していない

のではと思います。DVは「力と支配」の問題です。人を支配しようとするところに愛情は存在しな

いと思うのですが、皆さんはどのように考えますか？	
（P） 

	

相談事例研究会に参加しました 

2021年10月12日 

北条人権文化センター 

 

2020 年度相談事例研究会があり、大阪府人権擁護士として参加してきました。これは大阪府人権

擁護課が主催し、大阪府人権協会が実施する人権啓発事業です。 

前半は、講師から「オープンダイアローグを用いた相談援助について」の講義がありました。 

オープンダイアローグとは、80 年代、フィンランドで始められた精神治療法。数人の医療専門職

チームが患者からの要請で24時間以内に訪問し、ただ対話していく。ヒエラルキーのない中で専門

職同士が患者について意見交換する場面も本人に見せながら、1回あたり１時間半程かけて行い、集

中的に10日～12日間続けて心理的継続性を持ちながらの対話である。そこでは※リフレクティング

や※ストレングス手法を用い自己課題を客観化し、複数から支持される実感を持つことが出来る。シ

ンプルな手法なのに、この「開かれた対話」には効果的な手ごたえがあるようで、対象範囲は広く統

合失調症を始め、うつ病、PTSD、家庭内暴力など。 

詳しく知りたい方は、精神科医の斎藤環氏の著書「オープンダイアローグとは何か」がお薦めで

す。私は、知らなかったので大変興味深く受講させて頂きました。	
後半は、事例検討の方法についての講義を受けてから、実際あった相談事例をグループで検討し

て学びを深めました。特に今回は、人権協会からグループワークの進行役を仰せつかり、務めを果た

してきました。グループ内で情報や意見を出し合いながら、どうしたら本人の課題解決に向かって

いけるかを模擬とはいえ、しっかり考えることが出来ました。交流も深まり、充実した相談事例研究

会でした。この内容はAPISに持ち帰り、相談員のスキルアップとして提供していく予定です。	
（たくわん）	

	
※リフレクティング•••家族療法のひとつ。対象者を取り巻く人間関係に注目して自分を

客観視し、問題解決を図る手法。	
※ストレングス手法•••本来持っている自分の才能や強みを引き出していくこと。	
できることに着目しようという考え方から生まれた。	
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都島区ボランティア・市民活動センターのボランティア・アドバイザー連絡会復活 
2021年10月27日 

都島区社会福祉協議会 

 

今年度から都島区社会福祉協議会の人事異動で担当職員の方が変わったものの、顔をあわせるこ

となく半年が過ぎた10月27日に久々のボランティア・アドバイザー連絡会がありました。 

これまで積み上げていた、ボランティア活動をしている人々の交流の場作りは宙に浮いています

が、人々が集まって交流する企画を進めていくにはコロナ禍の時勢が許さないという事情がありま

す。 

その中でも、連絡会として学習や交流の機会を作ろうと、2022年1月に「都島区内の子どもの居

場所」学習とボランティア交流会を開催することになりました。国連SDGsゴールの地域での実践を

知り、SDGsを身近に理解することを目的に区内で子ども食堂を開いている方のお話を聞き、それぞ

れが出来ることを考える学習会とボランティア同士の交流会を予定しています。 

少しずつでも地域のつながりが強くなっていくことを願っています。 

（のぶどう） 
 

SDGs(Sustainable Development Goals）とは， 

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

 
 

 

 

 

 

   CAPスペシャリスト資格更新研修を受けたあと 

 

2021年12月12日、CAPセンターjapanが開催するCAP（子どもへの暴力防止プログラム）スペシ

ャリスト資格更新研修をオンラインで受講しました。 

資格取得から11年経つのだなぁと感慨深い気持ちです。11年前、「レストランで目に余るくらい

子どもにきつく当たる親を見たんだけど、隣の席に居た私はどうすればよかったのか」とメンバー

に相談し、得た考えが今も自分の活動の支えになっています。 

 

研修内容に、現在注目されているヤングケアラーが取り上げられました。勤め先の幼稚園で関わ

っている、園児を世話する小学生のきょうだいのことが気になっていて、どう行動を起こせば良い

か考えていたところでした。パソコンの画面に食い入るように話を聴きました。グループで話し合

う時間があったので話題にしてみたら、それは放っておけない案件だと意見をくださり行動する勇

気をもらいました。 

後日、園長先生に、園児を世話するきょうだいの発言について気になっていることを伝えました。

担任や延長保育担当の先生とも問題意識を共有することができました。 

 

ところで、私は地域の少年剣道団体の理事を務めています。年末、納会試合に来賓として出席した

ところ、小学校の教頭先生も来賓者で出席されていました。 
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これはすごいチャンスなのではと、思い切って帰りにきょうだいのことを話しました。園長先生を

飛び越して話すのですから、その辺りのこともきちんと言葉にしました。このチャンスを逃しては

いけないし、忙しくしている園長先生を待っていられないし、毎朝、園児を送ってくるきょうだいの

お姉ちゃんお兄ちゃんと言葉を交わしているのは私だけだし、問題だと感じる自分の感覚を信じて

伝わる順番違ってもいいわ！と思い行動しました。 

教頭先生はしっかり聴いてくださり、学校でも家庭の様子を把握していて今どのように対応してい

るかなど話してくださいました。伝えられてよかった！ 

決めた取り組みが追いつけないくらい日常がどんどんと過ぎて、あの子は今頃どうしているだろう

かとか思う羽目になるなよ私と思っています。これからも行動しよう。 

CAPやっててよかったな〜。            （H.N） 

	

 

学び舎日記 

 

前回、今の子どもたちも昔の時代の子どもたちも本質的なものはかわらないと思うと書きました。

その上で、でもやっぱり時代の流れでここは変わってきているのかなぁということを書いてみます。 

 

一つ目は、SNSの影響です。子どもたち同士のけんかの仲裁をする中で、「あいつがあおってきた」

という言葉をひんぱんに聞きます。「あおる」という言葉を使う時、子どもたちは「おちょくってき

た」「自分の神経を逆なでしてきた」というニュアンスの怒りの気持ちを込めて訴えてきます。以前

にAPISの事務所でこの話題を出した時に、私は「あおり運転」の「あおる」の意味に近いかもと説

明したのですが、その後「あおる」がネットで使われている言葉と知りました。ネット上での「あお

る」は、相手を誹謗中傷することによって、相手を挑発する行為のことをいうそうです。子どもたち

は、このネット言葉に影響されているのでしょう。 

 

けんかの仲裁をしていてむずかしい問題だなと思うことは・・・例えば鬼ごっこをしている時に

「つかまえられるもんならつかまえてみろ」と言いながら逃げる行為に対しても「あいつがあおっ

てきた‼」と怒ったり不快感を示したりする子どもに対してどう言う風に対処すれば良いのかという

ことです。「いやいや、鬼ごっこしてたらそんなことも言われるし、あなたもいつも言ってるよね

ぇ」と心の中では思うのですが、とりあえず嫌だと思った気持ちを受け止めた後、「あなたも自分が

逃げる時は、そういうことを鬼に言ったりしない？」とか「嫌だと思ったことを、相手に伝えた？」

というような言葉をかけてみます。 

 

もしかすると、スクールカウンセラーの先生が言っておられた「最近の子どもは負ける経験がとて

も少ない」ということにつながっているのかもしれません。ジャンケンの勝ち負けなんてその時の

運次第の勝負事ですが、勝った方が「やったー」とバンザイしたことに対しても負けた方が驚くほど

の不快感を示したり、怒りのあまり相手を叩くなどの暴力を振るう子どももいるのです。「バンザー

イ」すらも「あおった」になってしまうのです。低学年なら仕方がないかなとも思うのですが、そこ

そこ経験を積んだ 4 年生でもしばしば目にすることがありました。私自身も子どもとのジャンケン

に勝って「やったー」と喜んだら「先生、それは・・・」と怒りの目を向けられたことがあります。
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その時は、びっくりすると同時に「大人気ないことをしちゃったのか

な？」と反省して謝ったのですが、子ども同士でもそのトラブルがし

ばしば起こりました。 

ジャンケンですらそうなので、体育科の時間にスポーツの試合をす

ると本当に気をつかうし疲れます。勝負事に対してあつくなるのは私

の子ども時代もそうだったのですが 

腹を立てて先生に訴えることはなかったかなぁと。（でも、自分の子ども時代のことは忘れている

ことも多いし、美化しているだけかもしれませんが。） 

 

経験が少ないのであれば、気長に付き合うしかありません。子どもの「悔しい」「腹が立つ」など

の気持ちに寄りそうことは、忙しい日常の中で大人の忍耐力も問われるので考えるだけでも「面倒

くさい」と正直気が滅入ります。が、三学期が始まります。頑張ります（泣）。 

今年一年、またおつきあいよろしくお願いします。  

（M.G） 

	

映画「プリズンサークル」監督：坂本香  

	
「CAPいずみ」が企画運営した“ドキュメンタリー映画『プリズ

ン・サークル』上映と坂上香監督のトークイベント”に参加して

きました。	
『Lifers	ライファーズ	終身刑を超えて』『トークバック	沈黙を

破る女たち』と受刑者を主題にした坂上監督の 3作品目。2作品目の『トークバック	沈黙を破る女

たち』と監督のトークイベントにも参加した経験があり今回も楽しみに行ってきました。	
この「プリズン・サークル」は、映画として初めて日本の刑務所にカメラを入れた作品。	
取材場所は、施設運営の一部を民間事業者に委託し、犯罪傾向の進んでいない男性受刑者を対象に

再犯防止を最優先課題としてさまざまな処遇に取り組んでいる島根あさひ社会復帰促進センター。	
そこでは、欧米で再犯率の低下が実証されているプログラムが幾つか導入されており、今回の映画

はその中のTC（セラピューティック・コミュニティ＝回復共同体）という心理療法的手法を取り入

れ、依存症などの問題を症状と捉え、問題を抱える当事者を治療の主体とする方法を受けている受

刑者たちの姿が描かれています。	
この TCによって、相互に影響を与え合い、新たな価値観や生き方を身につける（ハビリテーショ

ン）によって、人間的成長を促す対話から自分の過去や罪を考え、新しい価値観を身につけていく…	
受刑者たちの再生に向けた心の揺れから加害者支援について深く考えながら観てきました。	
人に話を聞いてもらうこともなく育ち、暴力被害から心を閉ざし、他者はもちろん自分の痛みにも

鈍感になり、価値観が歪み、犯罪者となった受刑者たちが、再び自分の感情に向き合うという困難な

過程にトライしていく姿に心が熱くなりました。また出所してからの受刑者たちの本音を語れる安

心な場所の必要性も感じました。	
どんな人とも対話を大切に生きていきたいですね。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	（たくわん）	
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APIS の 活 動 記 録 	

２０２1 年 １０月 ～ １２月 
 

１０月 

１日（金）   新プログラム作成ミーティング「気持ち大切プログラム」 

2 日（土）   CAP いずみ映画会参加「プリズン・サークル」 

４日（月）   第５回読書会「本当の勇気は弱さを認めること」（ブレネー・ブラウン著） 

5 日（火）   ゆるゆるトーク「私の家計簿」（Zoom 開催） 

9 日（土）   クレオ大阪南オンラインセミナー参加「オンラインセミナーのコツ」 

1１日（月）   電話相談ミーティング 

第６回読書会「本当の勇気は弱さを認めること」（ブレネー・ブラウン著） 

12 日（火）   府相談事例研究会 ファシリテーター参加 

21 日（木）   定例ミーティング 

ニュースレター№85 発行 発送作業 

2５日（月）   第７回読書会「本当の勇気は弱さを認めること」（ブレネー・ブラウン著） 

2７日（水）   都島区社協 ボランティア・アドバイザー連絡会 

 

１１月 

５日（金）    HP ミーティング 

      新プログラム作成ミーティング「気持ち大切プログラム」 

９日（火）    講師派遣：大阪法務局「DV について」 

10 日（水）   わいわいトーク「新年の箸袋作り」 

     都島区社協 ボランティア・アドバイザー連絡会 

16 日（火）   講師派遣：大阪キワニスクラブ「児童虐待」 

1８日（木）   定例ミーティング ／ SV 

2２日（月）   第８回読書会「本当の勇気は弱さを認めること」（ブレネー・ブラウン著） 

26 日（金）   新プログラム作成ミーティング「気持ち大切プログラム」 

 

１２月 

７日（火）   ゆるゆるトーク「私のおこづかい」（Zoom 開催） 

10 日（金）   HP ミーティング 

12 日（日）   CAP スペシャリスト資格更新研修：６名受講（Zoom 開催） 

13 日（月）   電話相談ミーティング 

第９回読書会「本当の勇気は弱さを認めること」（ブレネー・ブラウン著） 

15 日（水）   都島区社協 ボランティア・アドバイザー連絡会 

1６日（木）   定例ミーティング   ／ LINE 望年会 

20 日（月）   理事会 

2７日（月）   府人権擁護士連絡会参加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

編集後記  
2022年になりました！ 

今年もAPISは丁寧に	
活動していきます。	
よろしくお願いします。	

（H	N） 

編集・発行 

ＮＰＯ法人暴力防止情報スペース・ＡＰＩＳ 

〒534-002３大阪市都島区都島南通2-４-21 

TEL:06-6924-5551 
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